
大学評価担当者集会 2013 第一分科会「評価と IR：活用編」 

7 
 

 

第一分科会「評価と IR －これまでとこれから－」（作業説明と若干の解説） 

 

茨城大学 評価室      

助教 嶌田 敏行  

 

 

「評価と IR －これまでとこれ

から－」ということで、これま

での動きとこの分科会の主旨、

そして「評価と IR」とは何なの

か、ということについてお話し

させていただこうと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配付資料ですが、普通に印刷し

ていただければ、これらがある

はずです。ない場合ですが...、

手持ちの予備がすべてなくなっ

てしまったので隣の方に見せて

もらってください。 
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本日の第一分科会のタイムテー

ブルは左のスライドの通りです。 

（記述省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「評価と IR」なのですけど、評

価とは何ですか、と言いますと、

端的に言えば、目的などに照ら

してある時点でどういう状態に

なっているかを調べる行為、知

る行為、つまり現状把握です。

次に何をすべきかを調べるとい

うのが、評価を行う一番の目的

となります。「次に何をするべき

か」ということをやりたいわけ

ですが、我々評価担当者は、報

告書づくり、と言いますか説明

責任のための評価を結構な時間

を割いてやっております。では、

IR は何なのですか、というと、これも端的に言えば意思決定支援です。英語の教科書とかには、

「Decision Support」って書いてあります。データを有用な情報へと変換し、意思決定や現場で

の判断にデータを活用していただけるような支援するわりと地味な仕事でございます。 
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「評価と IR」というタイトルで、

これまで３年間、データの収集、

データの分析、情報の活用とい

うことで分科会を開催してきま

した。最初の年はデータ収集編

ということで、何をやったのか

と言いますと、まずは改善や評

価や IR にはデータ収集が最初

だろう、ということで、とにか

くデータを集めてこないことに

は我々は仕事が始まらないわけ

ですから、それをやるときにど

のような課題があるのか、その

課題についてみなさんで議論し

ていった、というのがこのときの会です。 

 

 

 

結論としましては、データを提

供してくださる現場、集める

我々、指示を出す上の三者で、

なぜデータを集めるのか、とい

う目的が共有されていないと、

非常に苦しいわけですね。要す

るになぜいいデータが集まらな

いのか、と言いますとみなさん

の想いがバラバラだからです。

上は、とにかくデータを集めれ

ばいい、とか、現場ではとにか

くエクセルを埋める、みたいな

感じになっていて、なぜ、もし

くは、何が知りたくてこのデー

タを集めているのか、というのがないとみなさん熱が入らないわけですね。また、何のためにデ

ータを集めるのか、ということを共有していかないと、定義なども定まっていかないのではない

か、というような結論になりました。さらに、例えば、学校基本調査があるからデータを集めな

くては、大学情報データベースにデータを出さなくてはならない、みたいな受け身でやっている

ところから、次にどうすればいいのか。また、単に集めているデータを活用できるようにするた

めにはどうしたらいいのか、みたいなことを考えながら一歩先、データを集めたその先の読みな

がら、データを集めていけば、もう少し建設的なデータ収集ができるのではないか、というよう
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な議論と結論になりました。 

大学評価担当者集会 2011 第一分科会「データ収集編」 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=acc20110916-1

 

 

これらの議論は「データ収集作

業のガイドライン」ということ

でまとめました。１）データ収

集の目的とデータ定義を明確に

して、全学できちんとやりまし

ょう。２）執行部の理解を得て、

協力してもらうことも重要です、

と。３）地縁、血縁というわけ

ではないですけど、日頃のコミ

ュニケーションというわけじゃ

ないですけど、データが欲しい

ときだけ「よこせ！」って言っ

てもなかなかうまくいかないで

すよね。インフォーマルに日頃

からおつきあいしておくのが重要です。 

評価業務のガイドライン 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=guideline 

 

 

次の年が「評価と IR」データ分

析編ということで、評価活動や

IR 活動を実施する上で、データ

分析をするわけですが、その時

の課題は何ですか、ということ

について、去年、この会場で議

論させていただきました。アメ

リカの IR 担当者がよくやるよ

うな数値分析については、日本

の大学では、まだ、あまり行わ

れていないのです。そうなりま

すと、我々評価担当者が行うデ

ータ分析って何ですか、という
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と、各部局から集まってくるテキストデータ、つまり状況の記述、プロセスの記述を分析して、

うちの大学がいまどうなっているのか、ということを行うわけです。このような日本独特の数値

データではないテキストデータのとりまとめみたいな作業を通じて、単なるデータを意味のある

情報に変換させているわけですので、それをどうやったら効率的にできるのかという議論をさせ

ていただきました。 

 

 

そのときにもいろいろ出てきた

わけですが、目的と言いますか、

目標や計画が曖昧だと現状把握

が困難になるわけです。ですの

で、計画策定などをやっている

際に、そのような企画部門や計

画部門に支援をしていくと、最

終的に自分らが評価作業を行う

ときにも楽が出来る、というわ

けですね。「あれやりました。こ

れやりました。」というようなや

った結果を表層的に伝えるので

はなくて、「やった結果どうなっ

たんですか？」ということをき

ちんとまとめていかないと、単に現象論的記載で終わってしまうわけです。例えば、地域貢献活

動としてシンポジウムをやりました。参加者は３０人でした、となっても、「で、どうなったんで

すか？」ということがないと、次にどうするか、というところに話がつながっていかないわけで

すね。 

 

留意点の２番目としましてはで

すね、評価担当者になったばか

りのころは、例えば、部局さん

から出てきた記述に対して、こ

れはダメだ、これはマズイ、と

いうダメだしは、わりとすぐに

出来るようになります。その部

局さんは、当たり前だと思って

やっているんだけど、実は結構

いいことをやってるみたいなと

ころを褒めて伸ばしてあげるみ

たいなことが出来て一人前なの 
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ではないか、というような話が出てきました。いいか悪いか、ということをどうやって判断する

か。それにはデータや根拠を以て、それを判断するわけですよね。褒めるということはけなす以

上に、そういうことに気を遣わないと単なるお世辞になってしまうので、優れている点をきちん

と相手に説明できるようになって評価担当者、IR 担当者としては一人前なのかな、というような

感じでした。 

評価業務のガイドライン 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=guideline 

 

 

では次に、大学の改善のために

どうしたらよいのか、という話

です。評価を単なる評価作業で

終わらせないためには、改善へ

の意思決定に大学全体が向かっ

ていく必要があります。そうな

ると、現状把握で得た情報を、

どのように意思決定支援に活か

すのか。つまり、今回のテーマ

でもある「評価と IR」の改善へ

の活用を最終的には考えていか

なくてはならないわけです。 

 

 

 

 

大学という組織がどういう組織

なのか、というのは大学人は分

かるわけですが、大学の外にい

る方には結構分かりにくいです。

例えば、数量的に把握可能な「利

潤」みたいな形で使命が達成で

きたかどうかなかなかわからな

いわけです。「いい学生を育てま

す」って言っても「じゃあ、い

い学生って何ですか？」みたい

なことになるわけで、非営利組

織故のわかりにくさがあるわけ

です。また、大学の組織運営に
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参加したり意思決定に関わる様々な人たちの権限が不明確と言いますか、あるときには教授、あ

るときには委員長、あるときには副学長のように安定していない。さらに、学問の自由に保護さ

れた雇用者がいて、経営に文句を言ったり、多くの卒業生を抱えたりしないわけですね、企業さ

んは。また、リーダーシップなんかも、学内外からいろいろ制約を受けるわけです。文科省の政

策に学内政策は影響を受けますし、お金の面でも国立大学は国からの補助金に頼っていますので、

大学としてこうしたい、というものが、なかなか展開できない、というようなところがあります。

る役割は実際的というよりは相当象徴的。 

 

 

ここは、意思決定者は、大学の

マネジメントの中で、多様な意

思決定哲学を用いるので、IR 担

当者はそれを理解していた方が、

意思決定支援がやりやすいでし

ょう、という話です。（もう少し

勉強しないと、表層的なお話し

か出来ないので、今回は紹介だ

けに留めておきます。なおご興

味のある方は、こちらをご覧く

ださい。ゲイリー・マクラフリ

ン、リチャード・ハワード（林

隆之訳）「第６章：IR の理論・

実務・職業倫理」『IR 実践ハン

ドブック』） 

 

この分科会でのテーマは、改善

のための意思決定をどのように

支援するのか、という話になり

ます。では、この分科会で扱う

意思決定はどの範囲なのか、と

いうのを少し整理します。まず、

「意思決定（Decision Making）」

というと、どうしてもトップと

言いますか、マネジメントの責

任者の方が行う話で、確かにそ

うなのですけど、この分科会で

は、組織のボトムと言いますか、

各現場でいろいろ判断したりす



嶌田 敏行ほか「評価と IR －これまでとこれから－」 
 

14 
 

るのも、トップが決めるものもすべて意思決定でしょう、と考えることにします。トップだけで

はなく、判断を支援してもらいたいすべての人という全体の話だと思ってください。 

 

 

次に、意思決定支援者とは何な

のか、という話ですが、その意

思決定を効率的、効果的に行っ

てもらうためには、さまざまな

支援が必要になるわけですよね。

結局、何かを大学で決める、と

いうときに、当てずっぽう、と

言いますか、雰囲気で A 案にし

ますか、B 案にしますか、と決

めてしまうわけにはいかないわ

けですね。実際には、そうやっ

てますが。そこのところをどう

やったら、効率的に役員会や評

議会が判断できるのか、という

ところでどう支援するのか、という話です。そういうのを支援するスタッフはいろいろいるわけ

ですが、評価担当者や IR 担当者などは、あきらかに「意思決定」を支援する業務に携わっていま

す。評価担当者や IR 担当者などいろいろ呼び方はあるのですが、今日は、意思決定支援者と呼ぶ

ことにします。 

 

 

評価疲れの原因というのがあり

ます。評価担当者は、PDCA サ

イクルの中で、過去の実績を踏

まえながら、現状が今、どうな

っているの、というのを調べる

わけです。PDCA の C、チェッ

クである評価結果は、次のアク

ションの意思決定のために用い

られるということを、少なく、

我々評価担当者は期待していま

す。心のどこかで評価結果が次

の改善に活かされたらいいなあ、

と思って仕事をしているわけで

すね。しかし、実際には、なか

なかそううまくはいかない、というところに臍（ほぞ）を噛む思いをしているわけです。結局、
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報告書ができあがってしまえば、それで上の方は OK みたいなかんじで、あとはヒアリングをど

う乗り切るか、みたいな感じでは困るわけですね。「出てきた課題なんかをどうするんですか？」、

「大学を何とかしなくちゃいけない」というのを評価担当者は切実な思いとして持っているわけ

で、なかなかみなさん時間もないので、我々としてもどこまで何ができるのか、というところが

あります。そういう釈然としない思いが、評価疲れにつながっているのかな、という気もします。 

 

 

IR 担当者というのが最近、いろ

いろ聞かれるようになりました。

昨日もシンポジウムでその辺の

話題がいろいろ出てきたかと思

います。現状のいろいろな課題

のある状況を打開するため、と

いう意味もあって、最近、機能

として、IR（Institutional 

Research）が注目されているわ

けですが、アメリカでも IR は意

思決定支援は行っているわけで

すが、意思決定をするわけでは

ないので、あくまでも改善を図

るために上の方や各現場が何らかの判断を行うときに脇役の動くわけですね。決める人たちがき

ちんと決められる、楽に決められる、上手く決められる。意思決定が円滑に進むように支援をす

るわけです。主役はあくまでも現場の人たちであり、学長や副学長や学部長なわけです。IR は、

あくまでも名脇役としてうまくやっている、というのが向こうの現場で聞いた話です。 

 

 

日米の IR の共通点ですが、アメ

リカの IR は、アメリカ特有の事

情や必然性の上に成り立ってい

るわけです。例えば、日本だと

入学した学生の８割、９割はそ

のまま卒業していくわけですが、

アメリカだと入って次の年には

半分いません、みたいな状況に

なるわけですね。半分いなくな

ってしまうのだったら、じゃあ

次の年にどのくらい学生を入学

させないと、自分たちの給料が
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払えなくなってしまうのか、みたいな切実な問題があるわけですね。そういうのエンロールメン

ト・プロジェクションということで在籍者予測を立てていかなくてはならないわけです。つまり、

必然性があるから、IR が発達している、というわけです。例えば、こういう学生受入や在籍継続

について、日本では何かしなくてはならない必然性はまだないわけです。このように、日米の IR

の状況はかなり異なるわけですが、そこにいる本田さんやミネソタの IR オフィスに藤原さんとい

う方がいらっしゃるのですが、不思議と愚痴がコボしあえるんですね。「先生方はあまりすんなり

言うこと聞いてくれないですよね」とか、困り事にはなにか日米共通のバックグラウンがありそ

うなんです。 

 

 

たぶんですね、大学というのは、

学生を受け入れて卒業させる、と

いう基本機能は万国共通ですか

ら、本質的な課題は、日米でも世

界じゅうでもあまり変わらない

のだろうなあ、と思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価と IR との融合ということで

す。日本でも、さまざまな方が、

さまざまな方法で大学の改善に

取り組んでいるわけですが、が、

我々のような評価担当者や IR 担

当者というのは、多くの課題を作

業の中から網羅的に把握できる

立場にあります。つまり、改善へ

向けた支援を行うには非常に適

したところに位置にいるわけで

す。 
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では、「意思決定支援者がどのよ

うにして意思決定を支援してい

くか」ということを考えるわけで

すが、これが評価を評価で終わら

せないための鍵、データ分析をデ

ータ分析で終わらせない鍵とな

るわけです。そこをどのように具

体的に取り組めばいいのか。評価

やデータ分析が改善につながる

ためにどうしたらよいのか。それ

が今回、第一分科会でみなさんと

議論していかなくてはならない

課題かな、と考えました。 

 

 

 

 

意思決定支援をする方は学内に

たくさんいます。そのうち評価

担当者、IR 担当者に注目します

と、結構、やっていることはか

ぶるなあ、というが、いろんな

ことを調べたり、実際、業務に

当たっての実感です。 

話です。に限った話ではありま

せん。 
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評価担当者は、部局さんからの

データを読み込んで、分からな

いところがあれば、部局等に聞

いて、目標に照らした現状がど

うなっているんですか、という

ことを把握することが求められ

ています。実際には、アカウン

タビリティーのための報告書を

作ったりすることが多いわけで

すが、「評価をやって解ったこと」

というのを評価室や近くの課だ

けでなくて、学内のいろんな方

と虚位有していかなくてはなら

ないわけですね。 

 

 

意思決定支援者で IRとしての側

面ですが、IR 担当者は、データ

を収集、集計しながら、学内外

からの求めに応じて提供してい

く、要するにデータリクエスト

に応えていく、という大きな仕

事があります。また、いろいろ

なデータを意思決定や判断をす

る人にとって意味のあるデータ、

つまり分析などを行って使える

情報に変換しなくてはならない

わけですね。生データをバンと

渡されても、ぱっと見ではわか

らないですよね。つまり、その意思決定のために必要な情報は何なのか、ということを考えて、

データを変換させていていくわけです。それが IR の一番の仕事だろう、と思います。また、そう

いう意思決定が円滑に進むように工夫したり、というところも応用技としては結構行われていま

す。 
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これが意思決定支援者能力段階

表ということで、評価的な側面と

IR 的な側面に分けています。評

価的な側面は、「読む・聞く（理

解する）」「書く」「話す（共有す

る）」という能力要素が、「駆け出

し」のレベルなのか、十分なレベ

ルに「近づいている」のか、「越

えている」ときにはどういう状況

なのか、というものです。 

IR 系能力・技能としては、同じ

ものを見ているのですが、データ

の収集、データの分析、情報の活

用ということで分けていて、これは 20 ページに掲載しています。これは、まだいろいろ構築途上

なので、ご自身がどのあたりかな、みたいなところをご覧いただいて、「おかしいなあ」とかご意

見があれば、それとなくで結構ですので、ぜひお知らせください。 

 

 

意思決定支援者の能力として 20

ページの表に示していますのは、

基礎的能力です。つまり、「大学

を俯瞰的に見る」「データなど客

観的なエビデンスをもとにもの

ごとを考えられる」「他人の話を

聞くことが出来る（適切な対応が

出来る）」ためのマインドを持つ

ために必要な能力・技能がその表

です。一方、統計の知識や、情報

技術、データベース、高等教育政

策、学内事情などの知識やスキル

セットは、必修ではない、といい

ますが、その大学やその方の適性に応じて上乗せすればいいだろう、というものです。どういう

ことかと言いますと、データベースの専門家を採用しても IR や評価が出来るか、というとなかな

かそこは難しいわけですね。つまり下側のマインドセットがないと、せっかくの能力が意思決定

支援という場面では宝の持ち腐れになってしまうわけです。我々は、日頃、この下側を訓練して

いるわけですね。ですので、そこに「学内事情」について学んだりすれば、さらに意思決定時に

活躍できるわけですね。20 ページの表（ルーブリック）は下側を涵養するための能力・技能の整

理だと思っていただければ、と思います。 

 


